
入札結果【R2】

入札日 工事・業務等の件名 工事・業務等の場所 入札方法
予定価格
（税込）

落札金額
（税込）

落札業者名
工期Ｆ

（着工・着手）
工期Ｔ

（完成・完了）

令和2年9月2日
上岩瀬産業団地整備に伴う配水管布設替工事設計
業務

羽生市大字上岩瀬地内（市道１２３
４号線ほか）

指名競争 3,399,000 3,135,000
株式会社シーエスエンジニ
アズ

令和2年9月3日 令和3年3月19日

令和2年9月2日
羽生市保健センター空調設備等改修工事実施設計
業務

羽生市東７丁目５番地２　羽生市保
健センター

指名競争 2,467,300 2,200,000 有限会社胆振設備設計室 令和2年9月3日 令和3年2月26日

令和2年9月2日 第１浄水場No.2ろ過ポンプ修繕工事
羽生市南５丁目１９番地５　第１浄水
場

指名競争 2,145,000 2,035,000
荏原商事株式会社関東支
社

令和2年9月9日 令和2年11月30日

令和2年9月2日 軽貨物車購入（ワンボックス）
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

随意契約 2,220,020 1,951,397
埼玉県自動車整備振興会
羽生支部

令和2年9月3日 令和2年11月30日

令和2年9月2日 軽乗用車購入
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

随意契約 923,945 846,528
埼玉県自動車整備振興会
羽生支部

令和2年9月3日 令和2年11月30日

令和2年9月7日 羽生市産業文化ホール受変電設備等改修工事
羽生市大字下羽生８７６番地　羽生
市産業文化ホール

一般競争入札
（事後審査型）

146,278,000 143,000,000 株式会社ハトリ 令和2年9月16日 令和3年3月26日

令和2年9月7日 舗装補修工事（その１０）
羽生市大字上新郷（８・１１区）地内
（市道１１３４号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

7,788,000 7,700,000 株式会社渡辺工務店 令和2年9月16日 令和3年1月12日

令和2年9月7日 舗装補修工事（その１８）
羽生市大字上新郷（６区・７区）地内
（市道１２６６号線）

一般競争入札
（事後審査型）

6,314,000 6,270,000 株式会社島田建材 令和2年9月17日 令和2年12月21日

令和2年9月7日 側溝新設工事（その１）
羽生市大字下岩瀬地内（市道４０４
０号線）

一般競争入札
（事後審査型）

4,928,000 4,895,000 株式会社羽川工業 令和2年9月16日 令和3年2月8日

令和2年9月7日 路肩補修工事（その１）
羽生市大字喜右エ門新田地内（市
道７３５９号線）

一般競争入札
（事後審査型）

4,807,000 4,675,000 須藤建設株式会社 令和2年9月17日 令和3年1月21日

令和2年9月9日 羽生市清掃センター粗大ごみ処理施設定期修繕
羽生市三田ヶ谷１８６３　羽生市清掃
センター

随意契約 28,490,000 26,400,000 極東開発工業株式会社 令和2年9月16日 令和3年2月24日

令和2年9月9日 第１浄水場No.２、３ろ過機ろ材更新工事
羽生市南５丁目１９番地５　第１浄水
場

随意契約 21,989,000 19,646,000
理水化学株式会社埼玉営
業所

令和2年9月16日 令和3年3月12日

令和2年9月9日 防災行政無線アナログ屋外子局新設工事 羽生市大字小松地内外1か所 随意契約 8,265,004 8,195,000
三信電気株式会社ソリュー
ション営業本部

令和2年9月16日 令和3年2月26日

令和2年9月16日 高規格救急自動車購入
羽生市大字藤井下組９９０番地１
羽生市消防本部

指名競争 24,827,000 24,365,000
埼玉日産自動車株式会社
フリート営業部

令和2年9月17日 令和3年3月26日

令和2年9月16日
新型コロナウイルス感染症予防及び拡大防止用資材
購入

羽生市中央３丁目７番５号　羽生市
民プラザ

指名競争 8,009,293 7,684,644 株式会社アイライフ 令和2年9月17日 令和2年11月30日

令和2年9月16日 感染症対応防災備蓄品（受付用テント）購入
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

指名競争 5,100,150 4,359,630 星野総合商事株式会社 令和2年9月17日 令和2年12月28日

令和2年9月16日 感染症対応防災備蓄品（エアテント）購入
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

指名競争 3,146,000 3,009,600 株式会社サイボウ 令和2年9月17日 令和2年12月28日

令和2年9月16日 感染症対応防災備蓄品（仮設トイレ）購入
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

指名競争 2,425,500 2,302,300 株式会社サイボウ 令和2年9月17日 令和2年12月28日

令和2年9月16日 感染症対応防災備蓄品（更衣室用テント）購入
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

指名競争 3,141,600 3,126,200 株式会社サイボウ 令和2年9月17日 令和2年12月28日

令和2年9月16日 感染症対応防災備蓄品（食器セット）購入
羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

指名競争 1,848,000 1,694,000 星野総合商事株式会社 令和2年9月17日 令和2年12月28日

令和2年9月16日
感染症対応防災備蓄品（ワンタッチパーテーションファ
ミリールーム）購入

羽生市東６丁目１５番地　羽生市役
所

指名競争 2,794,000 2,585,000 株式会社サイボウ 令和2年9月17日 令和2年12月28日

令和2年9月28日 羽生市産業文化ホール空調設備改修工事
羽生市大字下羽生８７６番地　羽生
市産業文化ホール

一般競争入札
（事後審査型）

19,173,000 ― 不調 令和2年10月7日 令和3年1月29日

令和2年9月28日 南羽生第１調整池 No.２排水ポンプ交換工事
羽生市南羽生１丁目２０番地　南羽
生第１調整池

一般競争入札
（事後審査型）

5,489,000 5,170,000 株式会社ハトリ 令和2年10月7日 令和3年3月26日
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令和2年9月28日 舗装新設工事（その１）
羽生市大字下岩瀬（南）地内（市道
４０４３号線外）

一般競争入札
（事後審査型）

7,722,000 7,700,000 株式会社羽川工業 令和2年10月7日 令和3年1月29日

令和2年9月28日 舗装補修工事（その８）
羽生市大字下新郷（２区）地内（市
道４１７２号線）

一般競争入札
（事後審査型）

3,641,000 3,575,000 有限会社新生興産 令和2年10月7日 令和3年1月29日

令和2年9月30日 第２浄水場No.２ろ過機電動弁等更新工事
羽生市大字下羽生134番地　第２浄
水場

指名競争 34,155,000 31,350,000
荏原商事株式会社関東支
社

令和2年10月7日 令和3年3月26日

令和2年9月30日 羽生市汚泥再生処理センター設備機器定期修繕
羽生市大字下村君字中谷1252　羽
生市汚泥再生処理センター

随意契約 51,326,000 47,850,000
三井Ｅ＆Ｓ環境エンジニアリ
ング株式会社

令和2年10月7日 令和3年3月15日

令和2年9月30日 羽生市一般廃棄物最終処分場水処理設備定期修繕
羽生市大字弥勒533-1　羽生市一
般廃棄物最終処分場

随意契約 4,895,000 4,400,000
水ｉｎｇエンジニアリング株式
会社首都圏支店

令和2年10月7日 令和3年3月12日

令和2年9月30日 側溝改修工事測量設計業務（その１）
羽生市大字須影地内（市道０１１６
号線）

指名競争 1,932,700 1,815,000 羽生測量設計株式会社 令和2年10月1日 令和3年1月29日

2/2


